
                        

令和５年度日本学生支援機構奨学金予約採用候補者の皆さんへ 

 

 日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者となっている方は、「採用候補者決定通知（進学先

提出用）」を対応エリアの支援室へ提出し、「日本学生支援機構奨学金（予約採用候補者）スカラ

ネット入力用識別番号（ユーザーＩＤ・パスワード）」を受領のうえ、進学届をインターネット

により入力してください。 

 

１．手続きの流れ 

  日本学生支援機構 学生      支援室 

  

 

 

 

 

※４月採用者の奨学生証等の配付は５月上旬を予定。 

 

２．初回振込日 

入力日によって初回振込日が決まっていますので、早めに手続きを行うようにしてください。

また、期日までに入力をしなかった場合には、予約採用候補者としての資格を失いますので、注

意してください。 

○ 入力期限・初回振込日（４月１日より受け付けます） 

４月 ６日（木）までに入力した場合 初回振込日：令和５年 ４月２１日（金） 

４月２４日（月）までに入力した場合 初回振込日：令和５年 ５月１６日（火） 

５月２２日（月）までに入力した場合 初回振込日：令和５年 ６月 ９日（金） 

※ 上記期限までに提出・入力できなかった場合は対応の支援室へご相談ください。 

 

３．提出書類 

【貸与・給付共通】 

・採用候補者決定通知【進学先提出用】（全員提出） 

  ※裏面のチェック欄も必ず記入してください。 

学籍番号がわからない場合は空欄のまま提出してください。 

採用候補者決定通知書（その

他書類）の提出 進学届の入力に必要な 

ＩＤ・パスワードの紙を配布 
スカラネット 

期間内にスカラネット（インタ―

ネット）から進学届の入力 
採用関係書類の配布（初回振込

日の属する月の下旬頃） 

初回振込日の属する月に採用関

係書類を送付 
返還誓約書等を支援室へ提出 

受領 



【貸与奨学金】 

 ・入学時特別増額貸与奨学金の申告が必要な学生が提出する書類（該当者のみ） 

 ・融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー（該当者のみ） 

【給付奨学金】 

 ・自宅外通学であることを証明する書類（自宅外通学選択者） 

  ※進学届入力後に提出してください。 

  ※「通学形態変更届（自宅外）兼自宅外通学証明書送付状（様式 35）」を添付して 

下さい。また、日本学生支援機構のホームページに掲載されている注意点を確認のうえ、 

提出書類をそろえてください。学生宿舎に入居している学生は「居住証明書」を 

管理事務室で発行することができます。（「入居通知」は認めません。） 

  注意点：https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/zitakugai.html 
 

４．提出について 

 所属の支援室窓口に提出してください。また、郵送でも受け付けます。進学届の入力に必要 

な ID とパスワードをお送りするための返信用封筒（長３サイズに自分の住所・氏名を記入し、 

84 円切手を貼付）を同封のうえ、対応のエリア支援室学生支援に簡易書留郵便で送付してく 

ださい。郵送先は次頁の郵送先一覧を確認してください。 
 

※注意 
 〇給付奨学金(学群生のみ)は、新制度の授業料免除・入学料免除申請とセットでの取扱いにな

るため、追加で以下の書類が必要です。 

【提出書類】筑波大学 HP からダウンロードしてください。 

・授業料免除申請書類 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/schoolexemption/ 

 ・入学料免除申請書 ※入学手続き時に入学料免除申請をしていない学生 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/matriculationexemption/ 

 

〇令和 5 年度以降、大学院博士課程において第一種奨学生として採用された人で、国立研究 

開発法人科学技術振興機構（JST）が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フ

ェローシップ創設事業」又は「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の支援を受ける人は、本

機構の「特に優れた業績による返還免除制度」の対象外となります。 

 

 

  

 

 

令和５年 ３月２０日 

学 生 部 学 生 生 活 課 

詳細については、筑波大学 HP のキャンパスライフ⇒ 奨学金・学生生活の支

援⇒ 奨学金・修学支援の日本学生支援機構の奨学金のページを参照してくだ

さい。https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/ 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/schoolexemption/
https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/matriculationexemption/


所属学類・研究科（～2019） 所属学類・研究群（2020～） 郵送先 連絡先等 提出方法

総合学域群
〒305-8577　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　総合学域群アカデミックサ
ポートセンター

電話０２９－８５３－２５２９
Email: scs-jimu@un.tsukuba.ac.jp

※原則、上記メールアドレスへの問合せと
すること。

郵送・窓口のどちらでも可

グローバル教育院

ヒューマンバイオロジー学位プログラ
ム
エンパワーメント情報学プログラム
ライフイノベーション学位プログラム
ヒューマニクス学位プログラム
地球規模課題学位プログラム

【大学院課程】
〒305-8577　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　総合研究棟A703
グローバル教育院事務室　学生支援

【大学院課程】※エンパワーメント情報
学のみ
〒305-8573　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　システム情報エリア支援室
学生支援

【学士課程】
〒305-8577 茨城県つくば市天王台１－１
－１
 筑波大学　教育推進部　SGU推進室
BPGI事務局

(ヒューマンバイオロジー)
(ヒューマニクス)
電話０２９－８５３－７０８５
mail:sigma@un.tsukuba.ac.jp

（エンパワーメント情報学）
電話０２９－８５３－７２９２、４９８０
e-ｍail：sysinfo-
gakuseishien@un.tsukuba.ac.jp

（ライフイノベーション）
電話０２９－８５３－３６６２
mail:life-innov@un.tsukuba.ac.jp

(地球規模課題)
電話０２９－８５３－２５００
mail:bpgi-office@un.tsukuba.ac.jp

郵送・窓口のどちらでも可
※エンパワーメント情報学
プログラムに関しては、
原則郵送、窓口でも受付可

国際連携食料健康科学専攻
〒305-8575　つくば市天王台１－１－１
筑波大学 国際連携食料健康科学専攻事務
室

電話０２９－８５３－３２２８
e-mail:gip_info@un.tsukuba.ac.jp

郵送・窓口のどちらでも可

人間総合科学研究群（教育学、心理
学、障害科学）

体育専門学群、芸術専門学群
人間総合科学研究群（ニューロサイエ
ンス、ヒューマン・ケア科学、パブ
リックヘルス、スポーツ医学、体育
学、スポーツ・オリンピック学、体育
科学、コーチング学、芸術学、デザイ
ン学、世界遺産学）
スポーツ国際開発学共同専攻
大学体育スポーツ高度化共同専攻

医学類、看護学類、医療科学類
人間総合科学研究群（医学、フロン
ティア医科学、看護科学、公衆衛生
学）

情報メディア創成学類
知識情報・図書館学類
人間総合科学研究群（情報学）

人文学類
社会学類
社会国際学教育プログラム
人文社会科学研究群

ビジネス科学研究群
法曹専攻
国際経営プロフェッショナル専攻
人間総合科学研究群（カウンセリン
グ、カウンセリング科学、リハビリ
テーション科学、スポーツウェルネス
学）

地球学類、数学類、物理学類、化学類
数理物質科学研究群

国際総合学類
応用理工学類、工学システム学類、
社会工学類、総合理工学位プログラ
ム、情報科学類
システム情報工学研究群（社会工学、
サービス工学、リスク・レジリエンス
工学、情報理工、知能機能システム、
構造エネルギー工学、エンパワーメン
ト情報学）

比較文化学類、日本語・日本文化学類
生物学類、生物資源学類
生命地球科学研究群（生物学、生物資
源科学、農学、生命農学、生命産業科
学、地球科学、環境科学、環境学、山
岳科学）
国際連携持続環境科学専攻

教育学類、心理学類、障害科学類

〒305-8571　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　人文社会エリア支援室　学生
支援

人文学類
社会学類
社会国際学教育プログラム
人文社会科学研究科

電話０２９－８５３－８０８４
e-ｍail：ningen-
gakusei@un.tsukuba.ac.jp

電話０２９－８５３－６７６１
e-ｍail：ningen-
gakusei@un.tsukuba.ac.jp

電話０２９－８５９－１１３０、１１３１
Email: tosyoss-
gakusei@un.tsukuba.ac.jp

電話０２９－８５３－２９１６
E-mail:igaku-shien@un.tsukuba.ac.jp
※原則、上記メールアドレスへの問合せと
すること。

e-mail
suuri-zaigakusei@un.tsukuba.ac.jp
※原則、上記メールアドレスへの問合せと
すること。
（電話０２９－８５３－６１４２、２８６７）

電話０３－３９４２－６９１８
business-kyomu2@un.tsukuba.ac.jp

〒305-8571　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　数理物質エリア支援室　学生
支援

〒305-8573　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　システム情報エリア支援室
学生支援

〒305-8572　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　生命環境エリア支援室　学生
支援

〒305-8572　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　人間エリア支援室　学生支援

〒305-8574　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　体育芸術エリア支援室　学生
支援

各種奨学金・学費免除関係　郵送先・連絡先・提出方法一覧

書類の提出方法は各部局により異なります。下表の指示に従ってください。
書類に不備等があった場合、電話・メール等で連絡します。

メール jinsya.gakusei@un.tsukuba.ac.jp

電話０２９－８５３－５６７１,４０２２

ビジネス科学研究科
人間総合科学研究科（社会人大学
院）

地球学類、数学類、物理学類、化学
類
数理物質科学研究科

〒112-0012　東京都文京区大塚3-29-1
筑波大学社会人大学院等支援室
人間総合教務

体育専門学群、芸術専門学群
人間総合科学研究科（体育・芸術・
学際系）

電話０２９－８５３－２６９４、２７３１
メール　tg-
gakuseishien@un.tsukuba.ac.jp

※原則、上記メールアドレスへの問合せと
すること。

国際総合学類
応用理工学類、工学システム学類、
社会工学類、総合理工学位プログラ
ム、
情報科学類
システム情報工学研究科

電話０２９－８５３－７２９２、４９８０
e-ｍail：sysinfo-
gakuseishien@un.tsukuba.ac.jp

比較文化学類、日本語・日本文化学
類
生物学類、生物資源学類
生命環境科学研究科

電話０２９－８５３－４５７１、４８０４
e-ｍail：
seimei.gakusei@un.tsukuba.ac.jp

医学類、看護学類、医療科学類
人間総合科学研究科（医学系）

情報メディア創成学類
知識情報・図書館学類
図書館情報メディア研究科

教育学類、心理学類、障害科学類

人間総合科学研究科（人間系）

〒305-8575　つくば市天王台１－１－１
筑波大学　医学医療エリア支援室 学生支
援

〒305-8550　つくば市春日１－２
筑波大学　図書館情報エリア支援室 学生
支援

郵送のみ

郵送・窓口のどちらでも可

郵送のみ

郵送のみ

郵送・窓口のどちらでも可

原則郵送、窓口でも受付可

郵送・窓口のどちらでも可

原則郵送、窓口でも受付可

郵送のみ

郵送のみ


	郵送先一
	日本語


